大泉町商工会組織

（R3.11.30.現在）
商工会員数……… 771
商工業者数………1,391
内小規模事業者数… 1,036
※組織率55.4％
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明けましておめでとうござ
います。
令和４年を迎えるにあたり、
謹んで新春のお慶びを申し上
げます。
旧年中は、当会の運営に関
しまして多大なご支援、ご協
力を賜り心より御礼申し上げ
ます。
令和２年１月に国内で初め
ての新型コロナウイルス感染
が報告されてから、早くも２
年が経とうとしております。
新型コロナウイルス感染症の
拡大・長期化によって経済活
動が大きく停滞するなか、感
染防止対策と経済活動の両立
に向けて、必死に経営努力を
続けておられる事業者の皆様
に深く敬意を表するとともに、
大泉町商工会は役職員一丸と
なって会員の皆様と地域経済
発展のために力を尽くしてま
いります。
このような厳しい状況の中、
国は新型コロナウイルス感染
症にかかる経済対策として、

休業要請や収入減少に応じた
各種支援金の創設、雇用調整
助成金の継続、ウィズコロナ
・ポストコロナ時代の経済社
会への対応を支援する補助金
など様々な支援策を講じてお
ります。今後においては、昨
今うたわれているカーボンニ
ュートラルやクリーンエネル
ギー、デジタル庁発足にみら
れるDX化を取り入れた、コ
ロナ克服・新時代開拓のため
の支援が見込まれます。
商工会といたしましても、
国・県・町の様々な各種支援
策に関する相談対応や申請サ
ポート窓口として、地域の事
業者が気軽に相談できる体制
を目指し、中小・小規模事業
者への伴走型支援に取り組ん
でまいりました。
また、令和２年に引き続き、
地域における消費喚起、及び
消費者への家計支援対策とし
て「 プレミアム付き商品券」
の発行・販売を行いました。
残念ながら昨年、一昨年と、

夏の一大イベントである大泉
まつり、恒例行事であった産
業フェスティバル、会員事業
所PR展示会等は中止となり
ましたが、一方ではワクチン
の接種が進んだことで、緊急
事態宣言やまん延防止等重点
措置もひとまず解除されるな
ど、わずかながら明るい兆し
も出てまいりました。
本年も当会は大泉町・群馬
県をはじめとする関係各位の
皆様のご協力を賜り、商工会
の役目や地域総合経済団体と
しての責務を見つめ直し、会
員の皆様方のお役に立てる地
域の窓口として、地域経済の
活性化につながる事業・活動
を積極的に実施してまいりま
す。
結びに、一日も早い新型コ
ロナウイルスの終息を願うと
ともに、本年が大泉町商工会
員の皆様にとりまして、良き
一年となりますことを心より
お祈り申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。

女王
番外編

ランチ
の
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しるべに原稿を書くことにな
ってから祖母や母の日常を題材
にしていたら、いつしか自分が
高齢者になってしまった。年金
・シルバー割引き・ワクチンの
優先接種など良いこともあると
喜んでいたけれど、いつのまに
かからだは衰えるらしい。体力
に自信はあったのにあちこちの
軟骨はすり減り、鏡を見れば認
めたくはないが顔は縮み、どん
な化粧品使おうとそれなりの顔
になっている。髪を染めて抵抗
してみたけれど年はごまかせな
い。あざ笑うかのように時々足
腰が痛む。
せめて老化を遅らせようとい
ずみの杜のプールへ意を決して
行ってみた。六十五才以上百拾
円という値段に嬉しくなった。

すごすために

元気なシルバー世代を

末っ子ちゃん♡ 月になると
ソワソワし始める笑笑。サンタ
さんからのプレゼントは某ブラ
ンドの財布を要求。終了後は…、
早く来い来いお正月♪と口ずさ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

み母に大掃除を手伝いなさい！
とカミナリが落ちようともオッ
ケーって軽くスルー。
まぁ、そんな末っ子ちゃんの
姿にちょっぴり救われたりもし
ますが、毎年クリスマスとお正
月の料理を楽しみにしている
末っ子ちゃん‼
クリスマスは合格点を貰った
けど年末はバタバタで、今年は
おせちをお取り寄せ。品数豊富
で豪華なおせちに満足な様子。
毎年恒例の初詣では二年連続の
大吉を引いた末っ子ちゃん。
もってるなぁー
Ｓ

しかし、最初は何でも始めるに
は勇気がいる。恐る恐るプール
に入るとコロナのせいか歩いて
いる人も数人しかいない。三十
分程黙々と歩く。その後バシャ
バシャと少し泳いでみる。半世
紀前の高校の体育の試験を思い
出して、気持ちが高揚してきた。
まだ何とかなる。
その後はおふろでじっくり温
まる。まずは控えめにおふろの
先輩方の話を拝聴する。まだど
このどちら様か判らないがいろ
いろ教えてくれる。健康に良い
運動のしかた、評判の良い医者、
料理の仕方、手術の体験談など
など。
大泉町のいずみの杜は皆知っ
ているけれど、今はコロナのせ
いか実際利用している人は思っ
たより少ないんだ。こんなに安
くてこんなに健康にいいことが
できてよかった。時々利用して
みよう。
Ａ・Ｈ

【お知らせ】
大泉町プレミアム付商品券の
有効期限・換金期限について
大泉町プレミアム付商品券の
有効期限が近付いています。有
効期限を過ぎた商品券は無効と
なり使用することはできません
ので、お早めに取扱登録店舗で
ご利用ください。使用されてい
ない商品券の払い戻しは一切で
きませんのでご注意ください。
また、取扱登録店舗は換金忘
れのないよう、必ず期限内に指
定金融機関で換金をお願いしま
す。期限を過ぎての換金には一
切応じられませんのでご注意く

請受付期間は次のとおりです。

ださい。

日 月( ま)で
日 木( ま)で

詳しくは商工会までお問合せ
ください。

○ 有 効 期 限 ２月
○ 換 金 期 限 ３月
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更年期克服と癒しを
天衣無縫 求めて始めた自転車で

英国の古城 から

るレディングからロンドンで電車
を乗り継ぎ、バスで城の入口付近
まで。そこから城までは田舎道を
のんびり歩く。英国ならではの田
舎道。小川が流れ、誰のものかも
わからない羊が身を寄せ合ってい
る。しばらく進むと前方に待望の
リーズ城が姿を現した。

元日の寒さで凍った堀の水上に
優 雅にそびえるその姿はまさに
「世界で最も愛らしい城」だ。

20

19

バルーンレースを見に行った。
空に浮かぶ熱気球の美しさのうらには、
風の流れを読む力と状況に応じて、瞬時に
判断して行動する決断力を要し、緻密で激
しい駆け引きが繰り広げられているという
ことを知り、経営者に求められる資質・能
力と重なり、優雅に見えても、大変な努力
があるのだと感心して見ていた。
50キロ程のライドではあったが、良いリ
フレッシュができた。
コロナ禍で大変な時
だからこそ健康であり
たい。自転車で体を整
え、仕事で心を整える。
そんな一年にしていく
つもりです。皆様も本
年が良い年であること
を祈っております。
M.S

Leeds Castle
～The Loveliest Castle in the World～

10 28

イギリスには２千以上の城が現
存すると言われている。壁のみ残
○第 次受付
存しているものや城跡を含めると
１月 日 火( 〜) １月 日 水( ) それ以上だ。その中で私は100
の城を留学中に訪れた。有名な城
対策認定制度について
○第 次受付
２月 日 木( 〜) ２月 日 月( ) から片田舎にたたずむ城。スコッ
群馬県では、小売・飲食店・
トランドやウェールズの城も含ま
詳しくは、ストップコロナ！
サービス業等を対象に、業界ご
れている。廃墟になっているもの
対策認定制度事務局 ☎(０２７・
とに作成しているガイドラインに
や住居として使われているもの、
３１０・３０６２ ま)たは商工会
基づいた、新型コロナウイルス
内部が本屋になっている城など、
までお問合せください。
感染症対策を適切に行っている
一つ一つの個性が英国の城の魅力
である。今回は100の城のうち
店舗を「ストップコロナ！ 対策
「新年」に合うよう、2002年
認定店」として認定しています。
1月1日に訪れたリーズ城の話を
認定された店舗は、県から交
したい。
付される認定ステッカーとポス
イギリスで迎える2回目の冬だ
ター等を店舗内に掲示すること
っただろうか。英国の元旦は静か
で、安全安心な認定店舗として
だ。異なる文化の中、日本の初詣
ＰＲできます。今後の認定の申
さながら城に行きたいと思い立ち、
その日は朝早く出発し、拠点であ

３ 11 11 10

Ｔ Ｍ

年前の記憶はおぼろげだが、城の
内部は豪華に飾り付けられ、結婚
式にも使われる豪華な城だ。ひと
廻り城を満喫した帰り道に、旅な
らではの出来事があった。
今朝降り立ったバス停には4人
の訪問者がバスの到着を待ってい
た。時刻表を確認すると次のバス
は1時間以上待たなければならな
い。この寒さの中どうしたものか
と考えていると、同じくバスを待
っていた男性が「パブで時間をつ
ぶそう」と声を上げた。
一組のイギリス人夫婦に、イタ
リア人男性、スイス人女性、そし
て日本人の私というメンバーで近
くのパブへ。それぞれ好みの飲み
物を注文し、全員が同じテーブル
についた。帰路もあるので、通常
のパイントグラス（500㎖より
少し多いくらい）ではなくハーフ
パイントで好みの銘柄のビールを
飲みながら、英国人以外は慣れな
い英語で話を紡いでいく。唯一の
共通点は「元旦に英国の城を訪れ
た」ことのみであったが、気づけ
ば時間は過ぎ、イギリス人夫婦に
バスの時間だと言われるまでそれ
ぞれの国、文化、生い立ちの話で
盛り上がった。
少し寂しい印象のイギリスの正
月に、旅ならではの出会いが花を
添え、私の「初詣」は日本では味
わえない思い出に変わっていった。
英国の冬は日の入りが早く、午
後3時のバスに乗るころには既に
夕暮れ模様になっていた。

新会員のご紹介
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（令和3年4月23日〜11月30日）
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事 業 所 名

（敬称略）
代表者名

業

所 在 地

種

(株)富士エステート

坂本 将基 坂田2-16-1

不動産業

(同)タユタフ

宮地 克徳 熊谷市筑波1-84-2-305 造園業

(株)Auto Roman

諸井

車両販売

WARUNG WAGHA

APRI LIANI 古氷209-4 コーポ新田102 飲食業

(同)あおいbiz

萩原 洋一 西小泉4-3-16

労務コンサルティング

(株)晴れはれ大泉工場

米澤 孝史 古海736-35

まねきや

布施ひろみ 富士3-7-24

飲食/菓子製造

(株)Y・F・Glow（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大泉坂田店） 吉田 勇樹 坂田5-20-20

コンビニエンスストア

(株)AMBITIOUS

仲松 勇二 太田市小舞木町411 空調設備工事

vegan curry 763cafe

飯島 成美 古海692-1

飲食業

ビルドメンテサービス

宮坂

(株)P & P

BHURTEZ PRAKASH

(株)OFFICE-Y

山下 明治 太田市東矢島町86-1 電気機械器具工事 MILKY WAY(同) ﾁｬｳﾗｼ ﾊﾟﾘｶ RAI MANJIL 西小泉4-24-16

(株)宮鐵

宮本 智宏 吉田1005-34

(株)コネクション

KIMURA FERNANDA SUEMI 西小泉5-5-7 リバーストンビル 広告業

(株)H・H CORPORATION

西坂ハルミ 坂田5-19-1 エース坂田1階 人材派遣

猛 いずみ2-1-2

励 古海2162-12

会員増強運動にご協力を！

建設業

鉄工業

BACKYARD

建築パネル製造

西小泉2-3-22

清水 健二 寄木戸403-6

飲食業
飲食業
理容業

(株)オートアールズ大泉354バイパス店 土屋 嘉雄 坂田50街区1160-1 自動車部分品・附属品販売

現在，役職員一丸となって「会員増強運動」を展開しています。会員さん拡大のため，
商工会未加入事業者の勧誘運動を勧めております。ご協力をお願いいたします。

青色決算確定申告指導会開催

がんサポート共済

確定申告の時期を控え、青色申告をされている個人
事業主の方のための申告指導会を開催いたします。

●日時
●場所

令和4年2月21日(月)・3月9日(水)
各日10時～15時（12時～13時は休憩）

大泉町商工会2階会議室

※ 相談者と税理士との間にアクリル板等を設置します。
※ 会場は定期的にドアや窓を開放し換気を行います。

●講師
●申込

関東信越税理士会館林支部派遣税理士
2月14日(月)まで

※ 新型コロナウイルス感染防止のため、時間枠が指定
された事前申込 が必要です。
※ 以下の注意事項について予めご了承の上お申込みく
ださい。

検温の実施

受付時に、非接触
型体温計による体
温確認を行います。
その結果37.5℃以
上の方は、ご入場
いただけません。

マスク着用

手指消毒

当日は必ずマスク
を着用し、発熱・
咳等の症状が見ら
れる場合には、参
加をご遠慮くださ
い。

アルコール消毒液
を設置しています
ので、来館時には
必ず手指消毒をお
願いします。

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、予定
変更、または中止になる場合があります。

編集後記

「寅年」に想うこと。主人公
はある日突然トラになる、中島
ろうせい
り
敦の山月記である。「隴西の李
ちょう
さいえい
徴は博学才頴、天宝の末年、若
こぼう
くして名を虎榜に連ね：」では
じまる。
教科書にも載っていた極々短
い一編だが、齢一巡を経た今、
なぜかしら「寅」から連想して
しまった。強い自尊心がため、
人喰い虎に変身してしまった主
人公の苦悩を題材に、人間の存
在意義までを鮮烈に問う。かつ
ての友人との別れの最期の最期
こじゃく
にやっと、妻子の孤弱を憐れん
どうと
きとう
で、道塗に飢凍することのない
ように頼む自分に気付き、堕ち
た根源的な理由を知る。
本当は、「寅年」から最初に
連想したのはこっちでした。四
谷、赤坂、麹町、チャラチャラ
流れる御茶ノ水、粋な姐ちゃん
立ちションベン。四角四面は豆
腐屋の娘、色は白いが水くさい。
ご存知、フーテンの寅さんこと
たんかばい
車寅次郎の啖呵売の一節だが、
やっぱり正月ならこっちの「ト
ラ」のほうがいいねえ。信州信
濃の新そばよりも、わたしゃあ
なたのそばがいいってね。今年
もよろしく。
好

